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江戸の広告事 情（ 上）
−看 板・暖 簾・引札・錦絵−
現代の私たちの生活とは切っても切れない関係
にある広告ですが、江戸の町にも様々な広告が
あふれていました。当時の広告メディア（媒体）

にはどんなものがあり、どんな風に使われていた
のでしょうか？ ２回に分けてご紹介していき
ます。

火除けと広告を兼ねており、店のシ
ンボルとして江戸時代初期には看板
より普及していました。明暦３年
江戸時代以前から行われていたの
の れ ん
の明暦の大火後になると看
が看板と暖簾で、最も古い広告です。 （1657）
中世末期から近世初期の京の町を描
板が大型化し、豪華さを競うように
いた「洛中洛外図屛風」にも、多く
なります。特に越後屋・白木屋・大
の看板や暖簾が見られます。
丸といった大店では、立派で目立つ
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看板・暖簾は商いの顔

屋号や商標が染め抜かれた暖簾は

建看板や暖簾を店頭に掲げていまし

た
（図１）
。
寛政期
（1789～1801）
以降になる
と、趣向を凝らした看板が盛んにな
り、
人目を引くようになります。
おお
よそ以下のような種類のものがあり
ました。①商品模型看板：文字通り
看板商品を大
きな模型にし
たもので、一
目でその店の
商いが分かり

ます
（図 2 ～
4）
。②文字看
板・絵看板：
屋号や商品を
文字や絵で書
いた最もシン

▲図２

かつら屋看板

プルなもの。
③行灯看板：
行灯に文字を
書いたもので、
▲図１ 江戸名所 大伝馬町大丸呉服店の図 歌川広重画
（図１～図９は全てアドミュージアム東京所蔵）

今のネオンサ
インの原型で
す。④なぞな

▲図３
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えるのが平賀源内で

います。見世物には、曲芸・手品・

授するとともに「箱入
そ うせ きこ う
り歯磨き嗽石香」の発

人々の興味を引くものになってい
ます。特に人気があったのは駱駝・
虎・象といった外国からやってきた

す。源 内 は 明 和 ６ 年
（1769）
にゑびす屋兵
助の依頼に応じて、歯
磨き粉の製造方法を伝

売披露引札を書きまし

▲図４

ろうそく屋看板

▲図５

ぞ
（判じ物）
看板：一見するとなんだ
か分からないが、謎解きをするとな

るほどと思わせるもの。図５では鎌
と椀の絵に「はゐれ」の文字があり、
「かまわん入れ」となります。
2

2

2

2
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た。キャッチフレーズ
は「歯を白くし口中あ
しき匂ひをさる」です。

なぞなぞ看板

これが評判となって源内の下には文
作の依頼が舞い込み、両国橋際の清

軽業・珍しい動植物・細工物・生人
形・からくりなど様々なものがあり、
引札は絵と口上が組み合わされて、

珍しい動物で、体の大きさや習性な
どの情報が書かれています
（図７）
。
2 2 2 2 2 2 2 2 22

錦絵の中にも広告が
江戸の名所を描いた錦絵には大店
が描かれているものが多数あります。

2 22

客寄せは引札で
ひ きふ だ

引札は広告用の摺り物で、店の宣
伝や見世物の客寄せなどで配られて
いました。今のチラシ・パンフレッ
トに当たります。最初期の引札で最
も有名なのが、天和３年
（1683）
に
駿河町の越後屋八郎右衛門が
配った「現金安売掛値なし」
の引札です
（図６は大坂店の
引札）
。
従来の呉服屋が節季払
いという掛け売りで反物の切
り売りはしなかったのが、掛
け値なしの現金販売で反物の
切り売りもするという画期的
な販売広告でした。と同時
に、この文言は優れたキャッ
チコピーになっています。越
後屋はこの新商法が成功して、江戸
一の大店になっていきます。しかし
当時はこうした引札はあまり作られ
ず、安売り引札が普及するのは宝永
期
（1704～11）
ごろからです。
現在のコピーライターの元祖とい

▲図８

▲図７

象の見世物の引札

駿河町越後屋店頭美人図

初代歌川国貞画

それらは名所絵であると同時
に広告絵であるともいえます。
特に多く登場するのが越後屋
で、
「両側に越後屋、中央に
富士山」の構図で有名絵師に
多くの絵を描かせて、江戸名
所のイメージを確立しました。
図８は越後屋の店頭に新作の
着物を着た美女を配した錦絵
で、越後屋が正月の景品とし
て配ったものです。

歌川芳豊画

水餅や麦飯屋などの引札を手がけて
います。
これがきっかけとなって、他の著
名な戯作者にも引札の文作が依頼さ

れるようになります。山東京伝・曲
う て いえ ん ば
亭馬琴・烏亭焉馬・式亭三馬・十返
舎一九・柳亭種彦・山東京山・為永
春水などです。彼らの多くは副業と
して店を経営しており、自店の引
札も手がけると共に、自作の中で
ちゃっかり宣伝を行ったりしていま
き せ る
す。例えば、京伝は煙管・紙煙草入
れ、馬琴は家伝の妙薬、三馬は薬化

▲図６

2

越後屋の引札

粧水「江戸の水」
、
京山は印鑑の彫刻
といった具合です。
また見世物の引札も多数作られて
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▲図９

中村芝翫

ささら三八

初代歌川国貞画

こうした分かりやすい広告絵以外
に、一見普通の名所絵・美人絵・役

者絵の中に広告がさりげなく描かれ
ているものも多数見られます。例え
し かん
ば、図９の中村芝翫の役者絵には、
京橋の坂本屋が「お顔の妙薬」とし
び え んせ んじ ょこ う
て売り出した「美艶仙女香」の名札
が目立たないように描かれています。
また、
歌川広重の『東海道五拾三次』
には広告が随所に登場します。図 10
には、関札に見せかけて「仙女香」

▲図10

東海道五拾三次之内

関

と「美女香」の名が書かれています
し、さらに大名の家紋が広重の実家
である田中、提灯の文字が広重を表

歌川広重画

す「ヒロ菱」になっています。図 11
では、旅籠の店先に版元・絵師・摺
師・彫師の名がずらりと並び、まる
で一家勢揃いです。これらは現代の
タイアップ広告の先駆けといえるで
しょう。

参考資料：中田節子著・林美一監修
『広告で見る江戸時代』
、
三谷一馬著『江
戸看板図聚』
『江戸見世屋図聚』
画像提供：アドミュージアム東京
▲図11

東海道五拾三次之内

御油

歌川広重画

【取材】文：広報部会・菊池真一

第 20 回定期総会開催のご案内
江戸博長期休館の期間、友の会はどうする？

今年も友の会定期総会の季節がやってきました。今年の春は新型コロナウイルスの影響で世の中全般で先行き
の見通せない中、会員の皆様にはお健やかにお過ごしでしょうか。無事に 20 回目の定期総会が例年通りに開催で
きることを祈りつつ、総会のご案内をいたします。
定期総会は会員が一堂に会し、過去１年間の活動を振り返るとともに、本年度の活動について率直な意見交換
のできる場です。2020 年の活動計画に加え、昨年の総会で発表された 2022 年からの江戸博大規模改修工事のた
めの長期休館中、友の会はどのような活動ができるのか、できないのか、気になる現在の状況と先の見通しを総
会で確認しましょう。
同封の議案書をご検討・ご確認のうえ、多くの会員の皆さまに 2020 年度の活動へのご理解を深めていただけ
るよう、ご出席をよろしくお願いいたします。開催要領は以下の通りです。
● 2020 年度 友の会定期総会
日時：５月 22 日
（金）
13 時 15 分開会
会場：江戸東京博物館 大ホール
◇主な議案
第１号議案：2019 年度事業報告ならびに
収支決算報告
第２号議案：2020 年度事業計画案ならびに
事業予算案
第３号議案：江戸東京博物館友の会規約の
改訂について

●藤森照信江戸博館長の記念講演会
総会に続いて、江戸東京博物館藤森照信館長による記念講演会
が予定されています。演題は「ゾロアスター教と古代日本」です。
昨年の「日本の洋館」とはだいぶ趣の異なるタイトル、興味をそ
そられる藤森館長の講演にご期待下さい。
●会員交流会
記念講演会終了後、17 時より両国江戸 NOREN２階「築地食堂
源ちゃん」において、会員交流会を開催いたします。会員同士の
交流 ､ 親睦を深める良い機会ですので、ぜひご参加ください。会
費は 2 , 500 円です。
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里駅以来約半世紀ぶりということで、
当時参考にするだけと断ったうえで
公募が行われました。
2018 年６月５日から約 1 カ月の
公募で全国から 64 , 052 件の応募が

会員からの投稿
高輪大木戸をめぐって
松原 良
落語「大山詣り」では「お山は無
事済んで」と往路についてはまるで
説明はありませんが、帰りに神奈川
宿でどんちゃん騒ぎとなるので帰路
は東海道と分かります。そして江戸

へ帰ってくるとき、その江戸との境
界に構えられた門が高輪大木戸です。
落語では、おかみさん連中の誰一
人この大木戸に迎えに来ていないと
一行がいぶかるシーンがあり、女房
全員が坊主頭になっていたという話
の伏線になっています。
この高輪大木戸は
『江戸名所図会』
にも賑わっている様子が絵で紹介さ
れていますが、その跡は現在も保存
されていて、史跡として記念碑や説
明板などがあるのは友の会の皆さん
よくご存じのとおりです。
この高輪大木戸跡のすぐ近くに山
手線の新駅「高輪ゲートウェイ」が
でき、今年３月 14 日に開業、
「未来
をイメージできる駅」として話題を
呼びました。新型コロナウイルスの
感染拡大を受けて開業式典は中止さ

あり、
13,228 種類の駅名候補が推薦
されたそうです。この公募結果を参
考に検討を進めたＪＲ東日本は、同
年 12 月４日に新駅名として「高輪
ゲートウェイ」
を発表したのです。
ち
なみに公募の１位は「高輪」
、
２位は

「芝浦」
、３位は「芝浜」
、４位は「泉
岳寺」
、
「高輪ゲートウェイ」は 130
位
（36 票）
だったといいます。
もともと地元では、
公募前から
「新
駅名を高輪に」という運動があった
ようですが、こうした一連の経緯を

みて落語ファンの私としては、まず
公募で「芝浜」が３位になったこと
は大健闘で大いに喜びたいと思いま
す。そして、目黒駅の所在地が品川
区上大崎で、品川駅の所在地が港区
高輪と港南なのだから、
「芝浜駅」の
所在地が港区高輪でもいいではない
か、夢があっていいではないか、と
思うのです。もっとも落語「芝浜」
のサゲは「よそう、また夢になると
いけねえ」でしたね…。

えど友

サークルだより

◆落語と講談を楽しむ会
２月 18 日
（火）
月番有田友二郎さん
の担当。国立演芸場の２月中席を鑑
賞。今回のお目当ては、落語家が演
じる「鹿芝居」
（しかしばい＝はなし

れましたが、午前４時には一番乗り
をめざす鉄道ファンら約 350 人が

か
（落語家）
が演じるしばい）
で、
演目
は歌舞伎の「与話情浮名横櫛」の落
語バージョン。第一幕
（見染）
と第二

開発計画
（グローバルゲートウェイ
品川）
を売り込むための策ではない

第三幕
（源氏店）
を馬生、正雀以下の
落語家たちが歌舞伎俳優よろしく鬘
や衣装を身にまとい、化粧を施して、

詰めかけたそうです。
この「高輪ゲートウェイ」という
駅名ですが、発表当時その説明に大
木戸＝ gateway が使われ、
自社の再

か、ともいわれました。
もともと新駅の駅名決定権は鉄道
事業法により、この場合ＪＲ東日本
にあるのですが、山手線では西日暮

4

面もあって、味わい深い公演であっ
た。参加者 15 人。

３月中止。
◆藩史研究会
２月 14 日
（金）
國定美津子さんの発
か や
（岡
表。庭瀬藩は備中国賀陽郡庭瀬
山市北区庭瀬）
に位置する藩。慶長
み ちや す
５年
（1600）
、東軍に属した戸川逵安
つ う
が賀陽郡・都宇郡の内、２万 9200
石を家康から拝領した最初の庭瀬藩
主。戸川氏は宇喜多秀家の老臣だっ
たが、故あって宇喜多家を退去して
いた。４代安風は嗣子なく没したの

で、延宝７年
（1679）
宗家断絶。分家
おび え
な つか わ
の早島・帯江・妹尾・撫川の四家は
旗本として明治まで存続。断絶後４

年間空白。天和３年
（1683）
久世重之
が５万石で下総関宿から入封し、一
代３年で丹波亀山へ。また、７年間
領主不在が続き、元禄６年
（1693）
松平
（藤井）
信道が３万石で大和興留
かみのやま
から入封し、一代４年で出羽上山へ
移された。また、２年の空白を経て
元禄 12 年板倉重高が２万石で上総
高滝から入封。戸川家断絶から板倉
重高に至る 20 年の間で空白期間を
含め藩主が目まぐるしく替わり、庭
瀬藩が存在したのは 10 年に満たな
い期間である。板倉重高が入って以
来 11 代勝弘まで安定し、明治４年
（1871）
、172 年の庭瀬藩は終わりを
告げた。参加者 10 人。
３月中止。
◆ ｢ 米屋田中家明治日記 ｣ を読む古
文書の会
２月 11 日
（火）
米屋久右衛門の「日

記」明治 14 年４月 24 日～５月 23 日。
近年、田中家の大主人は謡や仕舞の

幕
（仕返）
を林家正雀と金原亭馬生が
リレー落語で演じた後、
「イヤサお富、
久しぶりだなア」の名科白で有名な

稽古を始め、１週間に１度くらいの
割合で梅若近右衛門という能楽師が
出稽古にくる。息子や娘にも習わせ
ており、能見物や謡の会にも息子を

熱演した。本物の歌舞伎役者大谷友
右衛門が演技の指導をしたり、端役
で出演したこともあり、歌舞伎を見

いるが、子供たちが茶の湯を習って
いる様子はない。大主人はこの２年
くらい茶会に熱心に出かけるが、こ
れらは単なる旦那衆の趣味だったの

ている感じがする中、爆笑を誘う場
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連れて出かける。茶道具屋はこの日
記の初めのころからずっと出入して

か、それとも激動の時代の情報を得

る場でもあったのだろうか。参加者
８人。

２月 25 日
（火）
「日記」明治 14 年５
月 24 日～７月７日。上野で第２回内
国勧業博覧会が開かれた。第１回は
西南戦争の起こった明治 10 年。田中
家では２回目も下女にいたるまで博
覧会を縦覧させている。ことに、株
を買って田中家の所有にした川越の
醤油店
（製造・販売）
は、この年新し
く醸造した醤油の味が大変よく、褒

美として川越店の奉公人たちにも２
日の休暇を与え縦覧させている。通
券・弁当代として 20 銭が渡された。
参加者６人。
３月中止。
◆『江戸名所図会』輪読会

２月 20 日
（木）
清水昌紘さんの担当。
橋場と対岸の寺島とを結ぶ隅田川
の約 160 m の渡河地が隅田河渡で
あった。現在の白鬚橋の辺りで、江
戸時代はさまざまな呼び方があった
が、家康入府後、橋場の渡しとなっ
た。この地は常総方面への交通の要
衝地であったため、頼朝や太田道灌
など歴史上の人物がここを渡り、そ
の経緯や詠まれた歌が図会に記され
ている。石浜古戦場は、隅田川を挟
んだ橋場の渡しと対岸の須田の渡一
帯が戦場となった、歴史上の合戦の
地。足利尊氏と新田義貞亡き後の新
田一族が戦った場所で、詳しい合戦
の経緯の説明があった。砂尾不動院
は橋場の渡しの少し南に現存。本堂
は弘化２年建立。明治の大火、関東
大震災や戦災でも災禍を免れたこと
から霊験あらたかな火伏の橋場不動
尊として信仰された。本尊は良弁僧
都が彫刻したという不動明王像
（一
木三体不動）
。
総泉寺は曹洞宗の江戸
三箇寺の一つで触頭の筆頭を勤めて
いた。梅若丸の母、妙亀尼が貞元年

間
（976 － 8）
に立てた草庵が始まり
ともいわれ、中興の開祖は千葉之介
守胤が建仁元年橋場に創建したとい

う。広い寺域を持ち、現橋場２丁目
の明治通り辺りから南は橋場１丁目
中ほどの主に西側半分を占めていた。
現在は板橋区小豆沢に移転。総泉寺

の南側一帯門前は浅茅が原と呼ばれ、
鬼婆伝説が伝わっている。妙亀塚は
橋場１丁目の区立妙亀塚公園にある。
人買いにさらわれた梅若丸を追って
きた母が、我が子は隅田河畔で病死
したことを知って髪を下ろし妙亀尼
となり、総泉寺にもつながる庵を結
んだという伝説は謡曲「隅田川」の

元となった。塚の中央に板碑があり、
向島木母寺の梅若塚に対して橋場の
妙亀塚という。参加者 18 人。
３月中止。
◆日本の大道芸伝承会
２月 12 日
（水）
発声練習として外郎
売りとがまの油売りを行った。各自
の技量を上げるための練習や新旧取
り混ぜた練習にも力を入れた。がま

の油売りの上達を目指す会員には個
別練習も行った。参加者３人。
３月 11 日
（水）
恒例の深川江戸資料
館主催イベント「江戸の物売りと大
道芸」
が、
新型コロナウイルスのため
中止になった。それへ向けて頑張っ
ていたので皆がっかりした。次回が
９月 26 日に決まったこともあり、気
を取り直して練習に励んだ。それぞ
れが得意演目を持つべく個別練習を
し、玉すだれも形を整える練習をし
た。絵解、地獄極楽やがまの油売り
などそれぞれがやりたい演目を決め
るよう促した。参加者３人。
◆江戸を語る会

館蔵古文書翻刻だより
◆ A 班『新古改撰誌記』
イギリス船が浦賀に来航した文化
十四丑年二月二日届の喧嘩口論事件。
駕籠之者永野吉太郎は一月廿七日夜、
酒に酔って口論になり関口平七と長
谷川与市の二人に大勢で暴力をふる
い、怪我をさせ逃げ帰った。同晦日

九ツ時頃再び会って口論になり、平
七宅へ行って今度は倅の金次郎に怪
ちょう ち ん
我をさせ、途中にて 挑 灯奉行長谷

川丈助の倅与市へ声をかけ切り付け、
与市へ三ケ所怪我をさせた。この件
について吉太郎実弟の中間犬塚政之
丞が届けを提出した。判決は十月四

日、本人永野吉太郎は軽追放、実父
永野又三郎は江戸払いとなった。実
弟の犬塚政之丞については、十月四
日江戸城への出仕を差止められたが、
翌十一月七日に出仕が許された。当
然被害者はお咎めなしであった。

友の会めも（開催日と人数）
令和２年２月～３月

◆役員会２月 1 1 日
（火）
1 6 人。３
月 10 日
（火）
中止。◆事業部会２月
４日
（火）
19 人。３月３日
（火）
中止。
◆広報部会２月 18 日
（火）
11 人。３
月 17 日
（火）
中止。◆総務部会２月
25 日
（火）
1 1 人。３月 2 4 日
（火）
中
止。◆古文書講座入門編：２月５
日
（水）
午前 84 人・午後 89 人。３月
４日
（水）
中止。初級編：２月 19 日

２月 29 日
（土）
向島百花園の御成座
敷「芭蕉の間」に集まり、食事を取
りながら江戸に関することから現代
午前 6 0 人・午後 5 5 人。３月
の諸情勢まで、話題はあちこち飛び、 （水）
18 日
（水）
中止。中級編：２月 22 日
あっという間に時間が過ぎる新春の
思い出となる楽しい会でした。参加
者６人。
◆太田道灌ゆかりの地を訪ねる会
２月休会。
３月休会。
●各サークルとも引き続きメンバー
を募集しております。参加希望の方
は、はがきに①サークル名②会員番
号
（必須）
③氏名を記入の上、友の会
事務局へお申し込みください。

（土）
午前 3 2 人・午後 3 5 人。３月
21 日
（土）
中止。◆館蔵古文書翻刻
プロジェクト２月６日
（木）
A 班８人。
B 班７人。２月 20 日
（木）
A 班８人。
B 班７人。３月５日
（木）
A 班中止。
B 班中止。３月 19 日
（木）
A 班中止。
B 班中止。

カット：
福島信一さん
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第 187 回

江戸東京博物館友の会セミナー（令和２年２月１日）

杉浦日向子の視点～江戸へようこそ～
講師
「杉浦日向子の視点～江戸へよう
こそ～」は、私が深川江戸資料館に
いた時に手掛けた企画展です。杉浦
さんに関する大規模な展覧会は恐ら
く初めてで、評判は上々でした。展
示の狙いは分かりやすさと読みやす
さで、なるべく杉浦さん自身の言葉
で説明するようにしました。展示の

野呂

達矢さん（江東区芭蕉記念館次長）

究家の名声を確立しました。
漫画の仕事
漫画家としてのデビュー作は吉原

自慢の食べ物でした。
江戸文化の中でも浮世絵は情報を

人娘」と呼ばれていました。
『合葬』
は彰義隊の悲劇を描いた歴史ロマ
さ る す べ り
ン作品です。
『百日紅』は文化文政
期の江戸を舞台に葛飾北斎と娘のお

んが特に関心を寄せていたのが葛飾
北斎です。また春画は「笑い絵」と
呼ばれ、おおらかでユーモアたっぷ

つ うげ んむ ろ の う め

を舞台にした「通言室之梅」で、や
まだ紫・近藤ようこと共に「ガロ三

前提としては、1980 年代以降の江
栄
（応為）
などの日常生活を描いた作
戸ブームがあります。
品で、杉浦さんの代表作といえます。
杉浦日向子の江戸
は古川柳をベースに江
杉浦さんにとっての「江戸」とは、 『風流江戸雀』
戸庶民の生活を笑いと共に描いた作
自分の生きた時代と地続きのもので
品です。
『YASUJI 東京』は小林清親
した。江戸を調べるのではなく、思
の弟子である井上安治を題材にした
い出している感覚です。書きたい
幻想的な作品です。
『百物語』は連載
「江戸」は、江戸時代の江戸という名
の都市に起こった様々な現象でした。 当時あまり知られていなかった百物
語の連作ですが、恐ろしい感じはな
中でも８代将軍吉宗から 11 代将軍
く「置き去り漫画」といわれていま
家斉までの時代が、江戸の町が充実
した。
して面白く、この時期に歌舞伎・相
杉浦日向子の江戸学講座
撲・浮世絵・落語などの江戸文化が
いき
江戸といえば「粋」ですが、粋は
生まれ、
それを作り出したのは「民」
「息」に通じるもので、お腹がへこ
であると言っています。
む消費する文化を意味します。粋と
杉浦日向子ストーリー
いうのはその人が発するオーラのよ
杉浦さんは昭和 33 年
（1958）
に呉
服屋の娘として生まれました。大学
中退後、独学でお金がかからず取れ
し せい
る資格がないかと考えて、稲垣史生
の時代考証の教室に通い始め、やが
て稲垣の内弟子のような形になりま
す。しかし 15 年は食えないと言わ
れて漫画家に方向転換、昭和 55 年
に雑誌『ガロ』に投稿した作品が採

用され、その後数々の名作を生み出
すことになります。昭和 58 年ごろ
から江戸に関する文章を発表し始め、
江戸ブームもあって多くの読者を獲
得しますが、一方で体調の問題も
あって平成５年に漫画家を引退、隠
居宣言をします。同７年からＮＨＫ
の「コメディーお江戸でござる」の
解説コーナーを担当して江戸風俗研
6

うなものです。江戸のライフスタイ
ルは「モノをできるだけ持たない」

「出世しない」
「悩まない」の「三な
い主義」です。
「宵越しの銭は持たな
い」というのも大ざっぱで深く物事
を考えないということです。町人が
住む長屋はかなり狭いのですが、湯
屋
（銭湯）
のようにゆったり過ごせる

場所があり、住むのは町で長屋は寝
る所という感覚だったようです。
食の江戸前四天王といわれるのが、
天麩羅・鰻・鮨・蕎麦です。
「江戸
前」には「江戸の地のもの」と江戸
スタイルという意味があります。こ

れらの料理は全て屋台から始まって
さ んぱ く
います。また、江戸の三白というの
は白米・豆腐・大根のことで、江戸
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伝えるものであり、遊女・役者・力
士などのブロマイドでもあり、地方
へのお土産にもなりました。杉浦さ

りのものでした。
江戸を楽しむ
江戸の三大娯楽といえば、歌舞

伎・遊郭・相撲です。歌舞伎と遊郭
はともにお上から「悪所」と呼ばれ
ていましたが、それだけ江戸の人々
が熱狂していたことになります。相
撲は男性しか見られませんでしたが、
力士は大スターでした。また、江戸
さ んおとこ
の三 男 といわれたのが、火消し・力

士・与力です。火消しの頭は町の顔
役で信頼が厚く、力士はきっぷの良
さと豪快さがあり、与力は役人なが
ら町人との付き合いも多く親しまれ
ていました。
おわりに
展示を通して感じたことは、まず
漫画と江戸研究が一本につながって
いるということです。分かりやすく
伝えるために、言い切ることが多い
です。また、当時はあまり知られて
いなかったことに取り組む先駆性が
あります。江戸時代の捉え方も杉浦
さん以降、従来とは異なった見方に
なってきています。

レポーターからひとこと

このセミナーは昨年 10 月に開催
予定が台風によって延期となり、杉
浦日向子ファンにとって待ち望んだ
ものでした。会場は多くの参加者で
埋まり、日向子さんのお兄さんの鈴
木雅也さんもいらっしゃいました。

参加者 101 人。

【記録】文・写真：広報部会・菊池真一

第 回 江戸東京博物館友の会セミナー
（令和２年２月 日）

大名に嫁
 いだ 
将軍姫君の生活

講師

同時代人からみた将軍姫君
「御守殿」と「御住居」
188
幕末～明治時代の漢学者、大谷木
今回は江戸時代の、特に徳川家光
醇堂
～家慶時代の姫君を取り上げます。
（1838～1897）
は、天保 15 年
家光のころは、姫君の嫁ぎ先は公家
～嘉永 5 年
（1852）
まで峯姫の用人
が多いのですが、綱吉以降は御三家
を務めていた祖父の懐事情を見て、
を中心に、前田家や島津家などの大
自著『醇堂漫録』で「入るところの黄
名が多くなります。
白若干、またその費す處巨万」と述
将軍姫君の結婚後の住まいを「御
べています。祖父は立派に勤めて収
入もそれなりにあったのに、儀礼贈
守殿」
と呼ぶようになったのは、
家光
答の出費が多く、支出の方がはるか
の娘、千代姫が尾張家に嫁ぎ、当時、
にそれを上回っていたことに醇堂自
江戸の尾張家大名屋敷の中の「御守
身が非常に憤っていたとのこと。こ
殿」という建物に住んだころからで
15
のことから、当時の武家の実態とし
す。ところが、家斉の姫君
（27 人も
て、収入以上に交際費の存在が大き
います）
の浅姫の時代から「御住居」
かったことがうかがえます。
という呼び名も見られるようになり
また、幕末～昭和時代前期の大
ます。一般的には、
「三位以上のも
名で華族であった浅野長勲
のに嫁したものを御守殿と呼び、四
（1842～
位以下に嫁したものを御住居と称し
1937）
は、
自著『大名の日常生活』の
た
（
『国史大辞典』
）
」と考えられてい
中で、曽祖母、９代安芸広島藩主浅
ます。しかし、江戸時代研究者、三
野斉粛に嫁いだ家斉の 24 女、末姫と
田村鳶魚
の幼少のころの交流を述懐していま
（1870～1952）
の『帝国大
す。それによると、御住居
（末姫）
の
学赤門由来』では、
「御守殿」は誤記
権力は非常に大きなもので、御住居
で、本来は「御主殿」と書き、江戸
にお会いするには、待合で待ち、そ
時代では将軍家から嫁いできた姫君
の後案内されて御対面という形式を
を「御主殿様」と呼ぶのが通例。しか
とっていた。夫でさえもいきなり部
し、家斉の場合は娘が多く、嫁入り
屋には行けず、待合で待たされたと
を度々させるとお金がなくなる。そ
いわれる一定額の「合 力 金」が父親
述べています。
のため、身分の格下げをして嫁いだ
御守殿跡からの出土品
姫君を「お住居」といった、として
である将軍から毎年支給されていま
東京大学で溶姫御守殿跡の発掘調
います。
した。合力金は、家光の娘千代姫か
査が行われた際、九谷産色絵 小 坏や
御守殿（御住居）の構造
ら幕末の姫まで同じ額で、金 3000
東京大学の赤門は、元々は 12 代
両と米 500 俵。しかし、当然これ
肥前産染付大皿などが出土していま
加賀藩主前田斉泰に嫁いだ徳川家
だけでは生活費を賄うことができず、 す。当時、節約のために溶姫の膳 所
斉の 22 女、溶姫の御守殿門でした。 不足分は藩が補填し、藩も財政が苦
（台所）
と加賀藩の膳所は共有されて
御守殿があった加賀藩前田家本郷上
しくなると幕府から拝借金を得てい
おり、この大皿の高台内には帰属を
屋敷の敷地は、現在の東大キャンパ
ました。具体的な年間生活費の金額
示すための「守 セン 三」の釘書
スの敷地にほぼ重なります。敷地中
（御守殿入用）
を、８代水戸藩主徳川
きが残されています。
「守」は御守殿、
央部分は、御殿空間といわれるエリ
斉脩に嫁いだ家斉の７女、峯姫の例
「セン」は御膳を意味するとされ、
こ
アで、その周囲には加賀藩の役人た
れ以外にも出土した食器類には、女
（文化８年・1811）
でみると、御賄
ちが生活する長屋が建ち並びます。
中の役職名など記載されているもの
方
（姫君の身の回り）
、御舂屋
（御守
御殿空間は、主に藩の行政を行う表
もあります。これらの様々な資料に
殿の光熱費）
などで、合計約金 2958
向、藩主と家族が生活する本宅、溶
より、御守殿や女中という世界につ
両
（人件費は含まず）
。同年の水戸家
姫の御守殿
（御住居）
の三つの建物か
いても今後さらに理解が深まってい
の斉脩の妻子や生母の生活費の合計
らなりますが、御守殿は表向と本宅
くと思います。
が約金 2359 両でしたから、比較す
を足した面積とほぼ同じ大きさでし
ると、峯姫一人の生活費の莫大さが
た。御守殿には専用の赤い門
（御守
分かります。さらに、30 年後の天保
レポーターからひとこと
殿門）
が設けられ、姫君の外出の際
12 年
（1841）
の峯姫の年間生活費は
将軍の姫君本人の日記などの文献
の出入りや将軍が姫君を訪問する際
もっと増え、合計金 7618 両 2 分、米
はほぼないとのことでしたが、当時の
などに使われる一方で、加賀藩の役
1231 石 9 合となっています。物価の
姫君たちはどのような思いで暮らし
ていたのか、その本音を聞きたくなり
人たちは、この門を通行することは
上昇などの要因を加味しても費用は
ました！
参加者 100 人。
できませんでした。
倍以上になりましたが、合力金は定
姫君の生活費
額なので、その分藩側の負担が増し
【記録】文・写真：広報部会・田辺友紀子
結婚した姫君には、
「化粧料」とも
ていたことになります。

吉成

香澄さん （徳川林政史研究所非常勤研究員）

ご

し ゅで ん

お すま い

え んぎ ょ

じゅん ど う

な がこ と

な りた か

こ うりょくき ん

しょうつ き

ぜ んどころ

な りの ぶ

お つき や
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江戸東京博物館友の会特別観覧会（令和２年２月14日）

特別展

「江戸ものづくり列伝

－ニッポンの美は職人の技と心に宿る－」
２月 14 日
（金）
に特別観覧会が開
催されました。17 時から小ホールで
担当の落合則子学芸員による見どこ
ろ解説があり、その後、友の会会員
だけで 19 時まで観覧しました。こ
の特別展は、ベニス東洋美術館所蔵
の「バルディコレクション」と江戸
東京博物館の所蔵資料を中心に江戸
東京で活躍した職人たちの作品が展
示されていました。バルディコレク
ションは、明治 22 年
（1889）
に日本
を訪れたブルボン王家の血筋を引く
バルディ伯爵が収集したもので、日
本では初公開になります。
第１章 伯爵が愛したニッポン
－初来日 バルディコレクション－
バルディ伯爵の裃姿と甲冑姿の肖
像画が目を引きました。この絵は背
景を定型化して描き、顔写真を撮っ
て顔の部分を本人そっくりに描き込
む「写真画」という手法で描かれて
います。写真画は日本土産として海
外で人気を博していたそうです。

▲秋虫秋草図小柄

ベニス東洋美術館蔵

で、実際は和紙に漆で描き、発砲プ
ラスチックスのような軽さだそうで
す。是真の「漆絵 玄徳檀渓渡河図」
は油絵に対抗して漆で描いています。
第４章 鬼才の陶工・三浦乾也と
隅田川のやきもの
陶工・三浦乾也の「栄螺形香炉」
は本物のサザエの貝殻のようでした。
浅草近くの今戸では、火鉢などの日
用雑器や素朴な今戸人形が作られて
いました。今戸焼の名工である戸沢
弁司の陶像「鳥井京山像」は風貌か
ら指の細部まで写実的に作り出され
ていて、今戸焼の印象が変わりまし
た。
第５章 府川一則
－北斎の愛弟子が歩んだ金工の道－
府川一則は、12 歳で葛飾北斎に入
門して絵師として活動し、北斎没後、
金工の道に転じました。府川が彫刻
した「文久永宝母銭」は、幕府によ
り最後に鋳造された銭貨で、母銭と
は銭を造るときに作る鋳型の原型の
ことです。長男の府川一則
（二代）
が
製作した「群盲評象図鐔」は『北斎
漫画』にある「群盲象を評す」の図
を参考にしているようです。とても
きれいな作品でした。
第６章 大正昭和に生きた江戸の技
－小林礫斎のミニチュア工芸－

第２章 武士の都のものづくり
江戸は武士の都として栄え、大工
をはじめとする職人たちが集まり建
物の建設・修理、刀剣や調度品など
の製作に携わりました。鍬形蕙斎の
『近世職人絵尽』
の写本から職人の仕
事の様子を見ることができます。幕
府は不正防止と工費の合理化のため、
建設工事にかかる基準となる積算資
料集を作成しました。それが「本途」
と呼ばれるものです。工事の際には、
建物、建具、内装の絵画に至るまで、
この本途に基づいて積算が行われま
した。また、
「大工雛形」とも呼ばれ
る建築技術書が出版されるようにな
りました。その『大工雛形』や『本
途帳』などが展示されていました。
江戸は災害の多い都市で、災害の
たびに住まいを失い、短期間で再び
建て直しました。その復興の推進力
となった大工は、大いにもうかった
ようです。安政２年
（1855）
の安政江
戸地震の後に出回った鯰絵には、地
震後の建築ラッシュで景気のいい大
工の様子を風刺しているものがあり
ました。
第３章 江戸の蒔絵師 羊遊斎と是真
江戸時代後期、江戸独自の趣味を
作品に生かす職人が誕生するように
なりました。蒔絵では原羊遊斎と柴
田是真が有名です。国指定重要文化
▲バルディ伯爵肖像（裃姿） ベニス東洋美術館蔵
財になっている「蔓梅 擬 目白蒔絵軸
福岡藩黒田家の婚礼道具の行 器
盆」とその下絵が並べて展示されて
（戸外で食事を運ぶための器）
は、家
いました。蒔絵は羊遊斎で、下絵は
紋と華麗な紋様の蒔絵が描かれてい
▲文机硯箱揃 銘「寺小屋」（机の幅 5cm 程）
ました。蒔絵は他にも化粧箱、重箱、 江戸琳派の創設者でもある酒井抱一
江戸東京博物館蔵
が描いています。黒漆地に金蒔絵で
組盃にも施されていました。組盃は
日本人は、昔から小さくて可愛ら
ツルウメモドキの枝が配され、２羽
５枚組で鼠の嫁入りが細かく描かれ
しいものを愛しました。江戸時代に
のメジロが止まり、赤い実はサンゴ
ていて、見入ってしまいました。ま
贅を極めた精巧なミニチュア玩具が
で表現されています。
た、日本刀の 拵 も多数展示され、そ
作られました。その伝統を受け継い
れぞれに緻密な意匠が施されていま
是真の明治期の作品で後期展示の
だ小林礫斎のミニチュア作品が多数
展示されていました。参加者 80 人。
した。
「漆絵 花瓶梅図」は、落合学芸員の
解説によると、紫檀の板額に描かれ
【取材】文・写真：広報部会・前田太門
ているように見えるトリックアート
さ ざ え

く わが たけ いさ い

べん じ

か ずの り

つば

よ うゆ うさ い

ぜ しん

つ る う めもどき

ほ か い

こしらえ

れき
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え ど 東 京 一 景
（22）

−旧東叡山寛永寺五重塔
（旧東照宮五重塔）−

上野を訪れ、はためく東照宮の幟に導かれるように動
物園正門前を左に入っていくと上野東照宮です。参道に

は古色蒼然とした石灯籠が林立しています。約 200 基
あるそうで、ほとんどに徳川家康の命日が刻まれていま
した。参道の左側はぼたん苑で、五重塔は右側に聳えて
おり、フェンスを隔てた動物園の敷地内にあります。た
またま、塔の前の水路で白鳥が羽繕いをしており、辺り
は閑静さに包まれていました。

五重塔は寛永４年
（1627）
創建の上野東照宮の一部と
して、同８年、土井利勝により建立、寄進されました。
同 16 年、火災により焼失、同年再建されたのが現存す
る五重塔です。東照宮の参道側からお参りしたので参道
側が正面になります。塔の高さは約 32 ｍで、全層が和
風様式です。明治の神仏分離令により、仏教施設である
五重塔は多くが破壊され、ここ東照宮の五重塔も取り壊
しの対象でしたが、何としても残したいと考えた当時の
宮司が熟慮を重ね、五重塔を手放すかたちで塔は寛永寺
の所属であると国に申し出ました。名前を寛永寺五重塔
と変えはしましたが、残ることになりました。
江戸初期の建築様式を伝える優れた建築として明治
44 年
（1911）
国の重要文化財に指定されました。関東大
震災でも倒壊せず第二次大戦でも焼失を免れました。寛
永寺所属となったものの、寺からは距離があり管理が難

窓辺の景色

しいことから昭和 33 年
（1958）
東京都に寄付されました。
その後の公園開発で動物園が拡張されたため、今もその
まま動物園の敷地内です。塔内部に安置されていた４体
の仏像は現在、東京国立博物館に寄託されているとのこ
とです。
【取材】
文：広報部会・内匠屋京子 / イラスト：同・福島信一

都市歴史研究室

松野 友美（まつの ゆみ）

江戸博にて働き始め、はや２年半
ほどが過ぎました。江戸博では、都

窓辺の階段にて、例年は桜を背景に
写真撮影が行われることも。日本人

が、時折、窓の中から階段を行く皆
様を見ては、元気をいただいており

都市歴の職員は、事務室の北側に
ある、窓辺付近に机を並べています。
清澄通りから江戸博３階広場へと上
がる階段のすぐそばの窓辺です。こ

室にいながら、私も行楽気分をお裾
分けしていただいています。そして
何よりも待ち遠しいのが、近所の保
育園児が散歩に来る時です。一生懸

通りになりましたら、ぜひ来館して
ください。その際は、面白みのない
事務室を窓辺からのぞく必要は全く
ありませんが、館内の展示など、お

市歴史研究室
（以下、都市歴）
に所属
し、交流や研究事業を中心に担当し
ています。

の窓辺からの景色は、雑多な事務室
においては貴重な存在で、勤務中の

私のお気に入りです。とくに春は、
そばに広がる桜並木のおかげで、開
花から桜吹雪まで楽しめます。また、

だけではなく、各国からの来館者が
思い思いのポーズで写真撮影をされ
ている様子はとても華やかで、事務

命に階段を登っていく様子はとても
愛らしく、できれば毎日来てほしい
ほどです。
もちろん、いつも外に注意を向け
ているばかりではありません。です

ます。本稿の執筆時は、新型コロナ
ウイルスにより、当館の展示・催事
も休止を余儀なくされています。元

楽しみいただける場所は通過せずに、
楽しんでいただけましたら幸いです。
◆このコラムは江戸東京博物館のいろいろ
な職務の方々に執筆をお願いしています。
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名所図会を歩く…

江戸

［谷原山長命密寺から石神井明神祠］

㊾

三宝寺池と弁天堂

側の高台の道を歩いて行くと、諏訪
稲荷神社の向かいに池淵史跡公園が
あり、馬頭観音・竪穴住居跡・明治
時代の農家などが見られます。近く
の井草通りと交わる旧早稲田通りは
かつて所沢道と呼ばれ、江戸からの
参詣・行楽の道でした。交差点近く
の豊島山道場寺は石神井城主であっ
た豊島氏の菩提寺で、豊島泰経や一
族の墓と伝えられる石塔があります。
隣が亀頂山三宝寺で、文明９年
（1477）
に太田道灌により当地へ移
転しています。
二つある門のうち、
右
側の長屋門は勝海舟の屋敷門を移築
したものです。左側の山門は徳川家
光が鷹狩りの途中で御成になったた
め、
「御成門」と呼ばれていました。
現在の門は文政 10 年
（1827）
の建造
です。境内の建物はほとんど新しく
なっていますが、鐘楼の梵鐘は延宝
３年
（1675）
のものです。

一般公開されています。
三宝寺の池から石神井明神祠
フェンス前の道を下ると三宝寺池
へ出ます。石神井川の水源の一つで、
現在も自然が保たれ、
「三宝寺池沼沢
植物群落」として国の天然記念物に
指定されています。繁茂する草木を
眺めながら周囲を歩いて行くと、手
前に水天宮
（現厳島神社水神社）
、そ
の先に弁天堂
（現厳島神社社殿）
があ
ります。
通り過ぎた先から見ると、
池
に映る弁天堂が絶景です。
遊歩道から高台の道に上がると、
木の根元上に祠のある姫塚と、供養
塔の立つ殿塚が少し離れた場所にあ
ります。図会では姫塚が照日塚と
なっており、照日上人に因むものと
しています。現在では、石神井城落
城の際、当主泰経が白馬に乗って三
宝寺池に沈み、娘の照姫も入水した
という伝説が流布しています。これ
に基づき、毎年５月から６
月にかけて「照姫まつり」
が盛大に行われています。
しかし史実では泰経は生き
延びているので、つじつま
が合いません。最近の研究
では、明治 29 年
（1896）
出
版の小説『照日の松』
（遅塚
麗水作）
を伝説の起源とし
ています。
石神井公園入り口に戻り、
石神井公園通りを北へ進む
と、閑静な住宅街の中に石
神井明神祠
（現石神井神社）
がありま
す。はるか昔、この地で井を掘った
時に出土した石剣をご神体としたこ
とから、
「石神の井」が石神井の地
名の由来となったといわれています。
現在でも社殿に石神が祀られている
そうです。最後に石神井のルーツに
触れ、石神井公園駅へ向かいました。

今回は練馬区の石神井公園周辺を
歩きます。石神井城跡を中心とする
豊島氏ゆかりの史跡が点在する地域
です。歩いたのは各地から梅便りが
届く２月中旬でした。
谷原山長命密寺
西武池袋線練馬高野台駅下車。北
口から笹目通りに出て最初の角を左
折すると、谷原山長命密寺
（現東高野山長命寺）
があり
ます。奥の院は高野山の地
勢を模したもので、東高野
山・新高野と呼ばれて隆盛
し、徳川幕府から御朱印を
受けていました。何度も火
災に遭いましたが、本堂正
面の南大門の右隣には、寛
文年間
（1661～73）
の建造
で入母屋造り・銅板葺きの
仁王門が残されています。
▲長谷川雪旦：練間長命寺
図会の挿絵では本堂左手の
観音堂正面に描かれており、後年移
さらに通りを進むと、氷川明神祠
築されたようです。
（現石神井氷川神社）
の参道へ出ます。
本堂へ続く参道左手に奥の院参道
豊島氏が石神井城内に創建したもの
があり、
「東こうや山おくのいん入
で、豊島氏没落後は石神井郷の総鎮
口」の石柱が立っています。こちら
守となりました。社殿前には豊島氏
の参道を進んで「御 廟 橋」を渡ると、 の子孫が奉納した一対の石灯籠があ
石灯籠・地蔵・供養塔などが数多く
りましたが、現在では社殿左脇の柵
見られます。石灯籠の一部は増上寺
囲いに移されてひっそりと立ってい
【取材】歩いた人
（文・写真とも）
：
から移転されたものです。奥にある
ます。
広報部会・菊池真一
太子堂の周囲には、十王・十三仏の
社殿右手の鳥居から外へ出ると、
（えど友ホームページに地図と写真
石像が挿絵通りに立ち並んでいます。 正面が石神井の城址
（石神井城跡）
で
レポートが掲載されています）
現在でも当時の雰囲気が感じられる
す。豊島氏が平安時代から室町時代
貴重な空間です。また観音堂近くの
にかけて居城、文明９年に道灌との
巻之四、天権之部は今回で 23 区
鐘楼には慶安３年
（1650）
鋳造の梵
戦いで落城しました。フェンス越し
内部分を歩き終えましたので、これ
鐘が架けられています。
に見えるのが主郭部分で、平成 10 年
で終了とします。次回からは以前担
度から 15 年度にかけて、主郭の堀・
亀頂山三宝寺から石神井の城址
長命寺前の道を西へ進み、石神井
当されていた中村貞子さんの再登場
土塁・内郭の発掘調査が行われまし
公園駅手前から緩やかな坂を下ると、 た。普段は立ち入り禁止ですが、毎
となります。引き続きのご愛読をお
石神井公園前に出ます。石神井池南
願いします。
年秋の東京文化財ウィークの時だけ
こ くげ んさ ん

ち づか

れいすい

み みょうば し
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◆古 文書講座新年度第 1 期開講「中止」の
お知らせ

５月からの開講を予定していました 2020 年度第１期の
古文書講座、入門、初級、中級の全講座は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止の観点から、中止と致しました。
次回は９月からの第２期となります。
各講座の開催日は以下の通りです。詳細は次号の『えど友』
に掲載します。改めてお申込みください。
（水）
、10/7
（水）
、11/11
（水）
◆入門編：9/9
初級編
：9/16
（水）
、10/21
（水）
、11/18
（水）
◆
（土）
、10/17
（土）
、11/21
（土）
◆中級編：9/19
【企画担当責任者】川上由美子（事業部会）

第 191 回「浮世絵で見る江戸時代」

講師 堀口茉純さん（歴史タレント／歴史作家）

◆世界中の注目が東京のカルチャーに集まっています。芸
者、フジヤマ、相撲に歌舞伎、食文化、アニメなどの２
次元コンテンツ…。外国人が「日本らしい」と感じる文化
の数々は江戸時代・江戸の町で発達しました。
本セミナー
では浮世絵を美術品でなく、当時の人びとの暮らしを知
るためのツールとして使用。いかにしてオリジナリティ
あふれる文化の数々が育まれたかを解説し、浮世絵の本
質と魅力、鑑賞に役立つポイントも伝え、江戸博の浮世
絵展示鑑賞の一助となるようなセミナーを目指します。
◆講師略歴：ほりぐち・ますみ
東京都足立区生まれ。時代劇女優としてデビュー後、江
戸文化歴史検定一級を最年少で取得し「江戸に詳しすぎ
るタレント＝お江戸ル
（お江戸のアイドル！）
」として注
目を集める。2011年に著書『TOKUGAWA 15』
（草思社）
を出版し作家としても精力的に活動。レギュラー番組は
NHK ラジオ第１「DJ 日本史」
、TOKYOMX「お江戸に
恋して」など。近刊は『胸キュン ?! 日本史』
（集英社）
。
• 開催日時：５月24日
（日） 14時～15時30分
• 申込締切：５月14日
（木）
必着
• 会場：江戸東京博物館・１階大ホール
• 定員：200人 同伴者可
（はがきに氏名連記）
• 参加費：会員500円・同伴者600円
（当日払い）
【企画担当責任者】待場

浩（事業部会）

第 192 回「家康以前の江戸城―知られざる太田
道灌・小田原北条氏時代の縄張り―」
講師 谷口 榮さん

（葛飾区産業観光部観光課主査学芸員）
◆江戸城の歴史を語るときには、太田道灌と徳川家康を登
場させて説明されてきました。しかし、その二人の間の
小田原北条氏時代について触れられることがありません。
実は、家康の江戸入部以後の江戸城や城下の開発を考え
る上で小田原北条氏は重要な役割を果たしていると谷口

 んは考えています。テレビでは東京下町の史跡案内や解
さ
説をされることの多い谷口榮さんですが、今回は家康以前
の江戸城のはるか昔にさかのぼってお話していただきます。
◆講師略歴：たにぐち・さかえ
昭和 36 年
（1961）
東京都葛飾区に生まれ、現在も葛飾区
在住。国士館大学文学部史学地理学科卒。駒澤大学歴史
学博士。職歴：立正大・明治大・国學院大・和洋女子大
兼任講師。NHK 高校講座日本史講師歴任。葛飾区郷土
と天文の博物館学芸員。現在、葛飾区産業観光部観光課
主査学芸員。日本考古学協会会員。日本歴史学協会会員。
境界協会顧問など。著書『江戸東京の下町と考古学』
、
編著『吾妻鏡事典』など。
• 開催日時：６月20日
（土） 14時～15時30分
• 申込締切：６月４日
（木）
必着
• 会場：江戸東京博物館・１階大ホール
• 定員：200人 同伴者可
（はがきに氏名連記）
• 参加費：会員500円・同伴者600円
（当日払い）
【企画担当責任者】國定美津子
（事業部会）

浮世絵と古地図で巡る江戸
～傳通院とその周辺を巡る～

◆徳川家の女性たちが眠る別名「女寺」といわれる傳通院を
中心にその周辺を巡ります。家康生母・於大の方、孫の千
姫、家康の側室たち、家光の正室・孝子の方などの生き
様に思いを馳せます。また、傳通院にある清河八郎、佐
藤春夫、柴田錬三郎などの墓所も巡ります。傳通院より、
歌川広景の浮世絵「小石川にしとみ坂の図」
、葛飾北斎の
冨嶽三十六景「礫川雪の旦」に描かれている「北の牛天神」
を通り、解散場所の飯田橋駅までの2 . 5 km 約３時間の
コースです。
• 開催日：６月７日
（日）
小雨決行、受付後順次出発
• 受付開始：12時30分 受付終了：13時
（時間厳守）
• 集合場所：都 営地下鉄三田線「春日」駅 A 3 地上出口
（南北線・丸ノ内線後楽園駅、大江戸線春日
駅地下連絡）
• 申込締切：５月21日
（木）
必着
• 定員：150人 同伴者可（保険の都合上、はがきに氏名、
住所、電話番号連記）

• 参加費：会員、同伴者とも500円
（当日払い）

【企画担当責任者】中村明義・小西幸男
（事業部会）

「新型コロナウイルス」の催事開催への影響について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から３月、４月
の催事は全て中止または延期とさせていただきました。
今後のセミナー、見学会、古文書講座などの催事は流動的で、
江戸東京博物館の状況などに合わせて判断し、急な中止または
延期もあり得ることご理解願います。なおその場合には申込者
にはがきでご連絡いたしますが、友の会の HP で最新の情報を
ご確認ください。
今後とも友の会の催事にご参加・ご協力をよろしくお願い致
します。
事業部会関係者一同
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会員優待のお知らせ

投 稿 募 集！

●特別展「奇才－江戸絵画の冒険者たち－」

2020 年の春は新型コロナ

会 期：４月25日（土）～６月21日（日）
会 員：一般700円、65歳以上350円、大・専門生560円

ウイルスでなんとも予測ので

きない状況になって、友の会

の催事の中止も増えています。

同伴者：一般1,120円、65歳以上560円、大・専門生890円
＊高校生、中学生、小学生は65歳以上と同じ。
●（注）割引を受けられる同伴者は１人だけです。

今後の見通しもまだ分かりませんが、外出もままな
らず、会員の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

投稿欄では、いつもみなさんが身の回りで見つけ

た、ちょっとした江戸や東京に関連するエピソード

次回予告

をお願いしています。昨今の非常事態ともいえる日々

●特別展「大江戸の華－武家の儀礼と商家の祭－」

で感じていることを書いていただいてもけっこうで

会 期：７月11日（土）～９月22日（火・祝）
会 員：一般700円、65歳以上350円、大・専門生560円

す。書くことによって、心の中に溜まった不安やス
トレスを吐き出せるかもしれません。文字数は 1000

同伴者：一般1,120円、65歳以上560円、大・専門生890円
＊高校生、中学生、小学生は65歳以上と同じ。
●（注）割引を受けられる同伴者は１人だけです。

字程度で、友の会の催事に参加した感想なども歓迎
です。原稿は事務局に送るか、広報部会のメールア

ドレスに添付して送っていただくこともできます
（送
り先は下部参照）
。

企画展のご案内

たくさんのご応募をお待ちしています。

訃

●市民からのおくりもの2019
―平成30年度 新収蔵品から―

報

東京大学史料編纂所教授の山本博文さんが３月 29 日
腎盂がんで死去されました。山本さんは江戸時代の武士
や大名の生活を分かりやすく描いた数々の著作を残さ
れ、テレビ番組でもご活躍でした。 友の会では第 91 回、
95 回のセミナー「徳川家の婚姻政策」で講師を務めて
いただきました。63 歳というあまりにも早すぎる死を
悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

会 期：３月10日（火）～５月10日（日）
会 場：常設展示室 ５Ｆ企画展示室
次回予告

●発掘された日本列島2020（仮）
会 期：６月６日（土）～８月10日（月・祝）
会 場：常設展示室 ５Ｆ企画展示室

カット：福島信一さん

催事のお申込方法

◆普通はがき
（63 円）
に、
①催事名
（略名可）
・開催日
②会員番号
（必須）

③氏名
（同伴者連記）
を明記して下記の「友の会事務局」へ。
◆申込は、催事ごとに会員１人１通。
◆友の会へのご意見・ご要望があれば記入して下さい。
◆申込先：〒 130-0015 東京都墨田区横網 1－4－1
江戸東京博物館「友の会事務局」
＊「えどはくカルチャー」など江戸博への申込とは違います。
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＊お申込いただきますと、
「受講票」をお送りします。当日ご持参
のうえ、受付で登録して下さい。
なお「受講票」は逐次お送りするのではなく、申込締切数日後
一斉にお送りしますので、それまでお待ち下さい。
＊いずれも申込多数の場合は抽選となることがあります。
＊「受講票」未着のお問合せや参加予定変更の連絡などはなるべ
く事務局員出勤の火曜日か金曜日
（10 時～12 時、
13 時～17 時）
にお願いします。
＊「受講票」がないと受講できません。必ず事前に申込をしてか
らご参加下さい。

発行人：林 正信（会長） 編集長：中村貞子
岡本 脩、福島信一、内匠屋京子、佐藤美代子、前田太門、菊池真一、
光田憲雄、大橋弘依、田辺友紀子、横島利明、福田 徹、元沢 宏
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